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第２８回モーニングハイクは７月２７日(土)（２・３面）
――今年のテーマは「むさしの今昔再発見！」です――
○４月１４日（日）住民総会を開催しました（１面）
○「境南盆おどり」が８月１７日（土）１８日（日）に復活します（４面）
○シリーズ 境南コミセンを支える２７団体 武蔵野市赤十字奉仕団（４面）

平成２５年度住民総会が４月１４日（日）に
コミセン体育室で開催されました。
２４年度の主な事業活動及び決算報告を出席
者の拍手で承認、引き続き２５年度のコミセン
運営に関する議事に移りました。
１〜５丁目代表の２２人とコミセンに参加す
る２７団体代表の運営委員候補計４９名が承認
され、さらに協議会役員が次の通り承認されま
した。
・会 長 藤島 俊一郎
・副会長 加藤 之義（新）髙宗 充貴（新）
・会 計 細田 幸雄（新）網谷 宏（新）
・書 記 澤井 孝夫（新）栗原 毅
この他、監事も一部変わりました。
・監 事 遠藤 厚一 高橋 勝義（新）
・相談役 大矢 美代子 榎本 泰平
新会長から２５年度事業計画の説明とともに
「２階東側にできたサロンの使い方を皆さんと
一緒に考えていきたい」、また現役世代のお父さ
ん、子育て中のお母さんに向けて「できる（空
いてる）時間に、できる（得意技）ことをやる、
を基本に是非コミセンに力を貸して欲しい」と
呼びかけました。

会長

藤島

俊一郎

４月１４日の住民総会で新体制が発足してか
ら既に２か月半が経過し、新執行部メンバー全
員の素早いスタートダッシュの成果が随所に現
れ始めています。
コミセンが地域の中心にあって、みなさんに
いつでも気軽に立ち寄って楽しんでいただける
場所でありたい、また、人と人、団体と団体と
が相互に連携・協力して地域のために一緒に事
業を作り上げる場でありたい、と願っています。
もちろん、コミセンもその場に積極的に参画し
て団体の一つとして活動してまいります。
そして３７年の伝統文化を継承しながら、次
世代への緩やかな世代交代を目指しています。
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全行程 約１１ｋｍ： 境南コミセン（５時３０分出発）→ 日赤北新道 → 中央線北側道路 → 三鷹駅北口 →
平沼園前 → 成蹊けやき並木 → 成蹊体育館横 → 鶴山小路 → 立野公園 → 千川 → 市役所北 →
武蔵野中央公園 →グリーンパーク遊歩道 → 浄水場横 → 日本獣医生命科学大学 → 境南コミセン

武蔵野クリーンセンター
新センターが平成２８年に
完成します。

中央大学野球場の跡地で、その特性を活か
して造られています。そう言えば、野球場
の形に似ているね。
練馬区の公園は原則、犬連れの入園はでき
ませんが、立野公園では認められています。
出典：練馬区役所 HP
http://www.city.nerima.tokyo.jp/index.html

吉祥寺橋
立野公園

武蔵野中央公園
武蔵野市役所

ぎんなん橋

武蔵野警察署

平沼園
かつては卓球場として有名でした。
現在は屋内フットサルコートになっ
ています。

玉川上水
線路のイメージ

午前５時 境南コミセン集合
申込み： ７月 20 日まで 境南コミセン窓口
参加費： ２００円（保険料など）

武蔵境駅

地図原画：麦谷礼次郎さん

三鷹駅

吉祥寺駅

三鷹電車庫跨線橋

＊小学３年生以下は保護者同伴
＊お一人での参加、グループでの参加歓迎

武蔵野税務署

井の頭公園

かえで通り

７月２７日（土曜日）小雨決行

井の頭通り

吉祥寺通 り

戦前は武蔵境駅から中島飛
行機武蔵製作所への引込み
線がありました。

境南コミセン

時：

いちょう橋

成蹊大学

三鷹駅

本村公園、本村第二公園、堀合遊歩道、グリーンパーク遊歩道は、
これら引込み線の廃線後、緑道として整備されたものです。

日

武蔵野郵便局

成蹊通 り

戦後は武蔵境駅から浄水場、三鷹駅
から球場への引込み線（国鉄武蔵野
競技場線）がありました。

武蔵境駅

水道局境浄水場

武蔵野消防署

三鷹通 り

三鷹駅

境浄水場
武蔵境通 り

武蔵境駅

武蔵野
競技場前駅

五日市街道

グリーンパーク遊歩道

中島飛行機

グリーンパーク
野球場

境浄水場

友だち誘って
モーニングハイク！

伏見通 り

千川上水

日本赤十字病院

自然文化園

電車好きな子どもを連れた親子がよく来ます。
運転士さんが手を振ってくれるかも…。
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《シリーズ

コミセンを支える２７団体

③》

地道に活動を続ける縁の下の力持ち
（武蔵野赤十字奉仕団第 11 分団）
・赤十字奉仕団はどんな団体ですか
赤十字奉仕団は世界に連なる日本赤十字社が人
道に基づいて行う直系唯一の奉仕団体です。昭和
24 年 7 月に武蔵野市赤十字奉仕団が誕生しまし
た。以来 64 年間、地道に地域での奉仕活動を行
ってきました。なお、日本赤十字東京都支部武蔵
野市地区の地区長は、邑上市長です。
・どのような活動をしていますか
まず募金活動があります。5 月には会員（社員）
増強運動に参加します。日本赤十字社の会員（社
員）とは、社の目的や事業をご理解いただき、年
500 円以上の会費（社費）を社にご協力頂ける
方々の事です。ここで集められた資金は、災害救
護活動・奉仕活動・献血・社会福祉等の人道的活
動に使われています。10 月には共同募金運動（赤
い羽根共同募金）に参加します。ここでの寄付金
は障害者や高齢者の施設で活用されています。ま
た、社会福祉協議会が行う地域福祉活動等を通じ
て、住み良い街づくりにも活かされています。
その他に歳末助け合い運動にも協力しています。

吉祥寺北口の献血ルーム「タキオン」では、献血
の呼びかけや、献血時の接待を行っています。こ
れは市内の分団で分担し、11 分団は昨年 14 回
行いました。また、敬老の日の前後に 75 歳以上
の方たちのお宅を訪問し、お祝いの品物をお届け
して、
「敬老福祉の集い」にお誘いしています。こ
れは、高齢者の安否確認も兼ねていて、大切な取
り組みになっています。その他に、災害救護訓練・
医療福祉施設（赤十字病院・赤十字子どもの家・
のぞみの家・養護老人ホーム等）やコミセンでの
ボランティア活動を行っています。

・どのような方が団員なのですか
赤十字活動の理念に賛同し活動が行える方たち
で、現在 11 分団には 60 数名の団員がいます。
親子二代で続いている方もいますし、自分が退団
するときに後任を紹介する等して続いています。
家族的で暖かい雰囲気で活動しています。
・活動の「やりがい」を教えてください。
奉仕団員の信条の 1 に「すべての人々の幸せを願
い、陰の力となって人々に奉仕する」とあるよう
に、私たちの活動は、目立つものでも、人からの
評価を期待するものでもありません。けれども、
活動の中で感謝の言葉を頂いたり、労をねぎらっ
て頂いたり、ご高齢の方たちが私たちの訪問を待
っていてくださったりすると、この活動をやって
いて良かったと思います。また、地域の心やさし
い方たちと仲間になれるのも喜びの一つです。私
たちの理念と活動に共感して頂ける方たちの参
加をお待ちしています。（内山澄子分団長、山口
紀美子・澤井信子副分団長、広瀬伊都子コミセン
運営委員からお話を伺いました）

境南盆おどり
境南盆おどり実行委員会（会長 谷合陸郎さん）
はこれまで４回の実行委員会を招集し、５年以上
境南町から途絶えていた盆踊りの復活に向けて準
備を進めてきました。
これまで確認された点は次の通りです。
・日時 ８月１７日（土）、１８日（日）
午後５時 30 分～８時３０分
・会場 境南ふれあい広場公園（武蔵野プレイス
北側）
・主催 境南盆おどり実行委員会ほか地域で活動
する約３０団体及び個人有志
・準備 やぐら、提灯、音響、電気周り、太鼓、
踊り、屋台出店、防犯パトロール、交通
整理、防火管理、救護、テント設営、子
ども見守り、ごみ対策、運搬などの作業
部会に分かれて、各リーダーを中心に準
備が進んでいます。
境南町全体で盆踊りを開催するのは初めてで
す。久々の盆踊りを成功させるためにみなさんの
ご協力が是非とも必要です。そして、何よりも２
日間、踊りの輪に加わってください。

